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２０２３年３月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会 

 

３月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１６日(木)、ＮＨＫ名古屋放送局におい

て、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、前回の審議会での答申を受け、「２０２３年度中部地方向け地域放送番

組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「２０２３年度中部地方

向け地域放送番組編成計画」について報告があった。 

続いて、東海 ドまんなか！「南海トラフ巨大地震 見えてきた新たなリスク命を守

る行動とは」について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、４月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

  委 員 長 平本督太郎 （金沢工業大学ＳＤＧｓ推進センター長） 

 副委員長 榊原 陽子 （（株)マザーリーフ代表取締役） 

 委 員 稲垣 貴彦 （若鶴酒造(株)取締役） 

 遠藤 英俊 （名城大学特任教授） 

 岡安 大助 （中日新聞社取締役） 

 成島 洋子 （（公財)静岡県舞台芸術センター芸術局長） 

 廣田 憲吾 （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

水口 美穂 （Co-working&Community Space K.I.T 運営代表） 

 安井 香一 （東邦ガス株式会社相談役） 

 リムリーワ （岐阜大学工学部教授） 

 

 

（主な発言） 

 

＜東海 ドまんなか！ 

「南海トラフ巨大地震 見えてきた新たなリスク 命を守る行動とは」 

(総合 ３月１０日(金)放送)について＞ 

 

○  命と暮らしを守るための４つのテーマが冒頭で分かりやすくまとめられていたの

はよかったが、情報量が多く、理解できた部分とできなかった部分があった。全体的

にポイントとなることばの説明が不足していたと感じる。「半割れ」は初めて耳にした

ことばで、東と西で起きる半割れの違いや西の半割れに続いて起きるとされる東の半

割れだけで約７万人の死者が出るという想定はどのように算出されたのかも詳しく知
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りたかった。ＮＨＫが作成したハザードマップの英訳がなぜＲｉｓｋ Ｍａｐなのか

や、「スクラムで備える」の「スクラム」の意味が外国人には分かりにくいのではない

かといった点も気になった。企業の拠点を被害想定地域から 500 キロ以上離れた場所

に分散させることで経済被害を回避すると説明していたが、どれくらいの距離感なの

かやなぜ 500 キロなのかが分からなかった。また、地域住民、自治体担当者、企業経

営者が対策を協議する場面で、部屋の照明が暗かったためマイナスのことを話してい

るかのような印象を受けた。地震は個人に与える影響が大きいと思っていたが、企業

の活動も多大な影響を受けることを改めて理解できた。自動車部品メーカーが拠点を

分散することで生産体制を維持していたのはよい取り組みだと感じた。私自身はこれ

まで地震が少ない地域で暮らしてきたため、地震への備えについてあまり気にするこ

とがなく、特別な準備はしてこなかった。番組では個人で備えることの大切さを伝え

ていたが、非常持ち出し袋の内容や食品の備蓄がどの程度必要かといった情報も知り

たかった。 

 

○  防災に注力し、人命を守ることに貢献することがメディアの役割であると審議会の

場で伝えてきた。３月１１日に向けて「ＮＨＫスペシャル」で南海トラフ地震に関す

るドラマを放送し、東海地方でもこのような番組を放送したことは高く評価したい。

ただ、２７分間に４つのテーマを取り上げており、詰め込み過ぎではないかと感じた。

最後に取り上げた経済被害については別の機会で詳しく取り上げてほしかった。また、

最初の半割れによる地震に続く、次の半割れによる地震への注意喚起も重要だが、ま

ず最初の地震による被害をどうすれば減らせるのかをメディアがきちんと周知するこ

とがより重要だと思う。最初の地震だけでも東日本大震災の５倍もの被害が想定され

ているからこそ、個人個人に被害を減らす行動をとってもらうにはどうすればよいか

を考える必要があると思う。いつ起きるか分からない災害に対して、起きることを前

提にどう行動するかを考えられていない人が多いと思うので、まずは最初の半割れに

対して個人としてどう行動するかを考えておくことの大切さを伝えたうえで、次の半

割れへの注意喚起をした方がよかったのではないか。大きな津波が想定される沿岸部

での取り組みを紹介したあと、沿岸から６キロ離れた名古屋市中川区周辺のささしま

ライブまで津波が来るとの注意喚起があったが、果たしてどれだけの住民がその危険

性を認識できているのか疑問に思った。沿岸から離れた地域の人たちも津波の危険性

を認識できていなければ、より多くの犠牲者が出る可能性がある。沿岸部の取り組み

を紹介することも重要だが、その周辺地域の人々にも自分事として行動することの大

切さを伝える必要があると思う。 

 

○  私は北陸地方に住んでいることもあり、南海トラフ地震ということばは知っている

ものの自分事としては捉えられておらず、地域によって意識に差があると思う。東海
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地方で、どれくらいの人が遠くない将来に南海トラフ地震が起きると意識しているの

かを具体的なデータで示してほしかった。それがあれば、現状と今後どうしていくべ

きかが見えてくると思った。取り組みの事例として紹介していた避難訓練についても、

参加人数や参加者の意識といった具体的なデータがなく、東海地方の人々が南海トラ

フ地震に対してどれだけ真剣に備えているのかがあまり伝わってこなかった。名古屋

大学の福和信夫名誉教授を「南海トラフの名物先生」と紹介していたが、個人的には

初めて知った。それだけでなく番組全体として南海トラフ地震について一定の知識が

あることを前提としているような部分があり、番組に入り込みづらいと感じることが

あった。大規模災害の発生時、対応には限界があると考える行政と、行政頼みであっ

たり自分事として捉えていない住民との間にある意識の差は、北陸にも共通するよう

に思った。そうした状況において、地域のネットワークを取り戻すことが重要だと思

う。市や町など従来の区分では過疎化や人口減少でうまく機能しなくなってきている

ので、新たなネットワークを構築する必要性にまで踏み込めると人々の意識や行動の

変化につながるのではないか。また、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が出

ると、２０万人以上が１週間にわたり事前避難しなくてはならないことは初めて知っ

たが、現実的に可能なのかや個人が判断して対応することに疑問を感じたので、番組

内で問題点を指摘していたのはよかった。最後に取り上げた、命を守るだけではなく、

経済活動をどう維持するかという視点は新鮮だった。被害が想定される地域から 500

キロ離れた場所に生産拠点を分散させるのはよい取り組みだと思ったが、中小企業で

このような対策ができる会社がどれくらいあるのか疑問に思った。どれくらいの企業

が事業継続計画を策定していて、実際に被災した場合に経済活動を継続できるかを

データで示し、それに基づいてどうしていくべきかを提案してほしかった。 

 

○  半割れのメカニズムとしてプレートが何回かに分けて動くと説明されていたが、従

来から言われていることで新しい情報ではなかった。昨年３月の「ナビゲーション」

で南海トラフ地震臨時情報を取り上げたが、分かりづらかったためか今回は半割れと

臨時情報について再確認することがテーマのように感じた。名古屋大学の福和信夫名

誉教授による熱のこもった解説はよかったが、福和さんが前面に出ておりＮＨＫとし

ての主体性があまり感じられなかった。ただ、これまでの防災がテーマの番組は総論

的で建前や呼びかけが先行したり、過度に情緒に訴えるだけで具体性に欠けることが

多かったが、今回は４つのテーマごとに、具体性や現実性があってよかった。「個が動

く仕掛け作り」のテーマでは、個人が自分事として行動するきっかけとなる具体的な

取り組みが紹介がされており貴重な一歩だと感じる一方、新型コロナの影響もあり地

域のつながりが弱まっていることを考えると、課題も多くあるように感じた。津波の

浸水想定を経過時間ごとに見られるアプリは非常によくできていると思ったが、発災

時の混乱の中で操作できるのか、回線はつながるのかといった問題もあるので、事前
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にイメージとして確認しておくためのツールであると感じた。行政担当者、地域住民、

企業経営者が対策を協議する場面で、行政は“面”の対応はできても“個”はできな

い、住民はその逆であるなど本質に迫っていたと思う。福和名誉教授の「やれること

を増やす」、「大事と言ってもらえただけでよかった」という現実的で抑制されたコメン

トもよかった。最後のテーマ「経済被害は“５００キロ”で防ぐ」で取り上げた自動

車部品メーカーの例が適切だったかは少し疑問に感じた。個々の企業というよりは、

基本的にはサプライチェーンの問題であり、新潟中越沖地震によるピストンリングの

生産停止、新型コロナによる半導体不足、社会インフラの老朽化のリスクといった事

例の方が適切だったのではないか。さらに、設備の維持においては、コスト面の理由

から多くは事後保全となっているが、災害対策は予防保全の最たるものであり、コス

ト面だけで評価するのは難しいことにも言及してほしかった。 

 

○  冒頭に震度分布のイメージ図や「ＮＨＫスペシャル 南海トラフ巨大地震」で使わ

れたドラマの映像が入ることで、非常に具体性があると感じた。初めて知る単語も多

かったが、防災において新しい知識を得ることは重要であり一人でも多くの視聴者に

伝わればよいと思った。タイトルには「新たなリスク 命を守る行動とは」とあり、

個人に向けた番組だと感じたが経済被害についてのテーマもあり、ターゲットが個人

なのか企業なのかが曖昧になっているように感じた。私は北陸に住んでおり、南海ト

ラフ地震について予備知識や危機感があまりない状態で視聴したため、大惨事になる

という印象は受けたものの、あまり具体性を持って伝わってはこなかった。例えばハ

ザードマップを活用して、どの地域まで危険が及ぶのか、視聴者が自分事として考え

られる工夫があるとよかったのではないか。また、地震や津波のドラマの映像やイメー

ジ映像を流す際に、ＰＴＳＤへの配慮があったのか気になった。テロップで注記があっ

たのかもしれないが、ドラマの映像が非常に生々しく、被災者は突発的にこのような

映像を目にするとショックを受けてしまう可能性があるので十分な配慮が必要だと思

う。ＮＨＫならではの防災番組には信頼性があると思うので、今後も視聴者にとって

有益かつ自分事と感じさせる番組を期待している。 

 

○  「半割れ」ということばは、今年になって初めて知った。最初の半割れによる大き

な地震に続いて、次の半割れによる地震が起きる可能性があり、その間隔が数時間か

ら約２年と非常に幅を持って想定されていることなど新しい情報を多く得られた。情

報量は多かったものの、冒頭で４つのテーマを示すことで情報を整理して見ることが

できた。特に、ＮＨＫの呼びかけで、地域住民や企業経営者、行政の担当者が協議の

場を設けたことには意義があり、第三者が積極的に協議の場を作っていく一つのモデ

ルになったと思う。ただ、その部屋の照明が暗く過剰に深刻な雰囲気になってしまっ

ているのが気になった。また、番組の中で、ＱＲコード経由でさらに詳しい情報が得
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られることを積極的に伝えていたのはよかった。ただ、「＃ＮＨＫ防災これだけは」と

いう分かりやすいフレーズで標語のように覚えてほしいとの紹介があったが、それと

完全に一致するものはＳＮＳでは見当たらなかった。静岡局のアカウントでも見当た

らず、その他の地域で「♯防災これだけは」で検索できたものもあった。防災の番組

は危機意識をしっかり持って見られる貴重な機会なので、使用するハッシュタグは統

一して正確に伝えてほしい。取り上げていた町内会の取り組みは素晴らしいと思うが、

役員の高齢化や地域のつながりの希薄化といった現状も感じられた。冒頭の街頭イン

タビューにあった「助かるかどうかは運」という声もあながち否定できず、自分で自

分の身をどう守るか一歩踏み込んで考えなければならないと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

地震や津波のドラマの映像やイメージ映像を使用する際に

ＰＴＳＤへ配慮すべきとの指摘はもっともだと思う。今回も制

作の過程で議論を重ねたが、「地震や津波の映像が流れる」と表

示したあとに、実際の映像ではないものが流れると誤解を招く

可能性もあり、特段のことわりは行わないこととした。 

取り上げる情報の整理やポイントの絞り込みについては、視

聴者の関心がどこにあり、前提となる知識をどの程度持ってい

るのかを考えながら制作しているが、もう少し改善できる部分

もあったかもしれない。 

 

○  半割れが起きた際に出される臨時情報の意味について再認識することができた。出

演していた福和名誉教授は、コロナ禍による生活スタイルの変化も踏まえて個人・企

業・行政・地域の対応について分かりやすく伝えていた。関係者同士の話し合いや実

地での訓練が防災意識を高める最も有効な方法だと強く感じた。この番組を見て備蓄

や避難先の確保など個人でできることを実行した人も多かったのではないか。過去の

南海トラフ地震において、最初の半割れによる地震から次の半割れによる地震までの

時間的な間隔に関する説明はとても納得できるもので、臨時情報を出す意味もよく理

解できた。番組内で、地域住民や企業経営者、行政担当者などさまざまな立場の人が

問題意識を話し合っていたが、このような対話は各地域でも行う必要があると思った。

限られた放送時間の中で多くの情報を扱っており、個人の対応、スマートフォンで見

られるハザードマップの活用、地域内での連携、企業のリスク分散という４つのテー

マが取り上げられていた。全体を振り返ると、企業の対応例も個人が参考にできるな

ど４つのテーマが１つのサイクルをなしているように感じられた。ＮＨＫの最も重要

な役割が国民の命と暮らしを守ることだとすれば、今はその重要性が高まっている時

期だと思う。いくら警鐘を鳴らされてもそれに慣れてしまい、行動に移してこなかっ
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たことを反省させられる内容となっていた。私自身も備蓄とハザードマップを改めて

確認したし、企業や団体で行う災害対策訓練のやり方も見直す必要があると痛感した。 

 

○  東海地方に向けた番組のテーマとして南海トラフ地震を取り上げたのは非常によ

かった。「半割れ」ということばもタイムリーだった。命と暮らしを守るための４つの

ポイントは分かりやすくてよかったものの、詰め込みすぎているようにも感じた。ま

た、個人が行動する仕掛け作りや地域連携、企業のリスク分散といった観点だけで本

当に十分なのだろうかと思った。学校や高齢者・障害者・認知症の人向けの施設にお

ける災害時の避難についても視聴者の関心は高いと思うので、引き続きこうした番組

の中で取り上げていってほしい。平成３０年に愛知県が認知症施策推進条例を制定し、

災害時に認知症の人の安全確保を進めていくことが盛り込まれたが、あまり具体的な

動きになっていないと感じている。例えば、東海地方の高齢者施設などが被害を受け

た際に北陸地方の施設に避難するといったシミュレーションをふだんから行うべきだ

と思うが、その段階にまでは至っていないように思う。ぜひＮＨＫにはいろいろな地

域や施設における防災シミュレーションなど、この番組を発展させたものを作って

いってほしい。被害が想定される地域から離れた場所に各企業が生産拠点を分散させ

ることで経済被害を軽減することは大切だと思うが、もう少し地域の行政に動いてほ

しいとも感じた。積極的な取り組みを行っている自治体を丁寧に取材して紹介するな

ど、視野と取材範囲をもう少し広めてもよかったのではないか。 

 

○  東海地方では大きな地震が起きると昔から言われ続けており、いつかは必ず起きる

と思ってはいるものの、それがいつなのかが分からない中で準備をしていくのは難し

いと思う。そうした状況の中、地震への備えを促す番組は価値があると感じた。出演

していた福和名誉教授の説明も分かりやすく、よい人選だった。地域での避難訓練を

取り上げたのが特によかった。地域での避難訓練はとても価値があると思うが、これ

まで自分自身もきちんと参加してこなかったことに改めて気付かされた。さまざまな

訓練の事例を紹介することで参加意欲も高まり、どう備えておけばよいのか分からな

い人にとっても役立つと感じた。南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が出ると、

対象地域の住民は１週間の事前避難が求められると知り、大変なことだと思った。労

働者の安全を守りながら企業の活動を継続するためには、どのような対応が必要なの

か考えていかなければならないと感じた。ＱＲコードで案内していたハザードマップ

は全国各地の情報を確認できる点がよかった。自分の住む地域だけでなく、家族や親

戚が住んでいる地域も見られるので、有益な情報を提供していると思う。時間をかけ

てＱＲコードを表示していたのもよかった。「ＮＨＫスペシャル 南海トラフ巨大地

震」のドラマの映像が使われていたが、この番組を見た時点で元となる番組を見返す

方法がなかったのは残念だった。もう一度見られる何らかの方法があるとよいと思う。
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また、地域住民や自治体の担当者、企業経営者による話し合いの場面で、部屋の照明

がとても暗かったのも気になった。映画やドラマのような照明で、「ＮＨＫスペシャル」

との関連を意識したのかもしれないが、過剰に暗い印象を与えていると感じた。番組

の締めくくりを「これまでも乗り越えてきたことなので、これからも乗り越えていけ

る」という福和名誉教授のコメントとしていたのは、希望が持ててよかった。 

 

○  「ＮＨＫスペシャル 南海トラフ巨大地震」と連動し、東海地方に焦点を合わせた

番組を企画したことが非常にすばらしい。この番組を見たあとに「ＮＨＫスペシャル」

を見て再度この番組を見たが、「ＮＨＫスペシャル」を見たことで理解が大変深まった

ので、合わせて見るべきだと強く感じた。地域における対策として静岡市や名古屋市

の事例を紹介していたのは非常によかった。地域ごとに取り組みの内容は異なると思

うので、将来的にはＮＨＫと自治体が連携し、視聴者一人一人を自分の住む地域の情

報へと誘導する仕組みができればよいと思う。番組では、全国の被害想定が確認でき

るハザードマップへと効果的に誘導していたと思う。同様に、さまざまな情報へと誘

導できれば、ＮＨＫが“役に立つ情報の入り口”になりうると思う。番組では、経済

被害を減らすために、企業の拠点を分散させることや部品調達などの物流は広範囲で

連携して確保する必要があると指摘していた。南海トラフ地震は太平洋側だけでなく

日本海側にも関係しており、北陸の人にとってもひと事ではないと改めて気づかされ

た。しかし、「東海 ドまんなか！」と同じ時間帯で北陸の各県では「ＮＨＫスペシャ

ル」と連動した番組は放送されておらず、全国にネットワークを持つＮＨＫの強みを

生かせていないと感じた。公共放送は国民全体の意識変容に強い影響力があり、この

ような人命を守る取り組みは民放には難しい部分があると思う。今回、全国向けの大

規模な呼びかけとなっていたこと自体は評価するが、関係する地域とそうでない地域

を主観的に分けているように感じられたのは残念だった。番組内で、これまでの南海

トラフ地震では北陸でも関連する地震が起きたことがあり注意が必要だと指摘してい

たにもかかわらず、北陸地方では関連番組の放送がなかったのは、ひと事との印象を

助長してしまうと感じた。東海と北陸で異なる視聴者のニーズにきめ細かく対応する

のはよいと思うが、こうした大規模災害については各局で連携するなどテーマごとに

適切に切り替えていくことも必要ではないか。 

 

○  「半割れ」という初めて耳にすることばの説明や、地震や津波のイメージ映像など

を交えながら、どう対策すべきかを具体的に解説していくことで臨場感が増し、見る

人の危機感が非常に高まる有益な番組だった。個が動く仕掛け作りについては、津波

による浸水被害の想定が経過時間ごとに見られるハザードマップなど新しい情報があ

り非常に参考になった。障害のある人もきちんと取り上げようとする姿勢が感じられ、

非常に配慮されていると感心した。「ＮＨＫスペシャル 南海トラフ巨大地震」のドラ
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マでは、俳優の鈴木保奈美さんが首相を演じていてジェンダーに対する配慮も感じら

れ、総合的に多様性が意識されていたと思う。ただ、「（名古屋市中川区周辺の）ささ

しまライブまで津波！」という標語は地元の人には危機感が伝わるのかもしれないが、

映像で表現した方が視覚的な迫力があり、より実感を持って伝わるのではないか。ド

ラマで使われていた映像のように、愛知県、三重県、静岡県で津波が起きた際のイメー

ジ映像があるとよかった。また、生放送である必要性があったのかも気になった。名

古屋大学・福和名誉教授の「半割れによる地震は、東と西のどちらかだけでも東日本

大震災の５倍の被害が想定される」という説明には大変な衝撃を受けた。あまりに衝

撃的だったため巻き戻して確認したほどだが、生放送のためコメントのみでテロップ

は付いていなかった。重要な情報はテロップで文字としても表示してほしいと感じた

ので、事前に収録して編集してもよかったのではないか。制作する側にとって、生放

送と収録して編集するのとではどちらが負担になるのか気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

今回は東海４県に向けた放送だったため北陸視点の情報は

あまり取り込めなかったが、直接的な被害だけでなく物流や生

活への影響、相互の支援体制など密接に関係しているので、広

い視野で伝えることも意識していきたい。 

地域住民や自治体の担当者、企業経営者による協議の場面で

照明が暗かったのは、部屋の壁が白く、照明を明るくすると背

景が白くなりすぎてしまうからだ。見る人に誤ったイメージを

持たせてしまうことのないよう、今後も撮影方法や映像の表現

に配慮していきたい。 

今回のテーマは、放送の直前に新しい情報や動きが出てくる

ものではなかったので、事前に収録することもできた。しかし、

番組内で使用する映像の制作や福和名誉教授と最新の情報を

打ち合わせるスケジュールなどを考慮して生放送とした。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２月１７日(金)の東海 ドまんなか！「ＴＡＲＯＭＡＮ、東海に現る 〜岡本太郎

式東海旅〜」を見た。「ＴＡＲＯＭＡＮ 岡本太郎式特撮活劇」を監督した藤井亮さん

がタローマンとともに、東海地方に残る岡本太郎の作品を巡っていた。大阪万博の「太

陽の塔」へとつながる「若い太陽の塔」や「未来を拓く塔」などが紹介され、知らな

いことも多く興味深く視聴した。番組内では「ＴＡＲＯＭＡＮ」の映像が挿入されて
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いたが、現代の特撮戦隊シリーズのように洗練されたものではなく、草創期の特撮作

品のような稚拙さがあり逆に新鮮に感じられた。古い映画など懐かしい映像を見なが

ら思い出を語り合う回想法の最たるものだと思う。名古屋局で開催していた「展覧会 

タローマンｉｎ名古屋」の展示も見たが、古いものではなく新しいものとして受け止

めた。岡本太郎がパブリックアートなどの作品に注ぎ込んだエネルギーを感じること

ができた。この１か月ほどの間に岡本太郎に関する番組や展覧会に数多く触れたが、

芸術に対するモチベーションやテーマの重要性を感じた。彼が残した作品やことばに

触れることで、人生に芸術はなくてはならないと思い至る番組だった。 

 

○  ２月１７日(金)のＵＰっぷ富山 きとラボ「建築家・隈研吾 富山を語る」(総合 

後 7:30～7:57 富山県域)を見た。建築家の隈研吾さんは富山との縁が深く、富山県内

にゆかりの施設が多数ある。テレビのような小さい画面だと建築のスケール感やテク

スチャが表現しにくいものだが、この番組は映像表現にこだわり大きさやザラっとし

た質感などがよく伝わってきた。「ＴＯＹＡＭＡキラリ」という複合施設は吹き抜けが

斜めになりながらつながっていく特色ある建物だが、ドローンを上昇させながら撮影

することで連続的でありながらそれぞれが異なる空間であることを見せることに成功

しており、特に優れた映像表現だった。隈さんは木材を使った建築のイメージが強かっ

たので、高岡銅器発祥の地である金屋町でアルミ製の棚を作ったことが富山との縁の

始まりだったと知り、新鮮に感じた。建築は素材がとても印象的に使われるものだと

思う。富山県にはアルミやガラス、木、わら、和紙など文化的背景や伝統のある素材

が多数ある。そういった素材を取り込んだ建築を通じて、富山のモノづくりや伝統な

どをかみ砕いて伝える興味深い番組になっていた。今後、建材をリサイクルしたり、

建築家というプロではなく地域住民などが建築をシェアしたりしていくような思想は、

かつての巨大建築や高度経済成長期の箱物などへのアンチテーゼとなっており、富山

県のこれからのあり方や魅力を世界的建築家の目を通して新たに発見できる非常によ

い番組だった。 

 

○  ２月２４日(金)の東海 ドまんなか！「新酒シーズン到来！世界に誇る東海の日本

酒！大特集」(総合 後 8:00～8:43 東海３県ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。藤井彩子アナウンサーの

飲みっぷりやスタジオのリラックスした雰囲気は、お酒を飲みながら見ている人の気

分によく合っていたと思う。ただ、スタジオセットのこたつは安普請のように見えて

少し残念だった。また、鈴鹿市の酒蔵の日本酒を紹介していたが、伊勢志摩サミット

の乾杯酒として使われたのがきっかけで有名になったと記憶している。同様のきっか

けで有名になった日本酒は数多くあり、サミットについて触れていなかったのには違

和感があった。グラフの横軸をアルコール飲料の１人あたり消費量、縦軸を日本酒の

１人あたり消費量とし、都道府県ごとにプロットした表を使って地域ごとの違いを説
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明していたが、東海地方ではあまりお酒が飲まれていないことが分かり興味深かった。

伊勢神宮にほど近いおはらい町にある酒販店でのインタビューを入り口として、三重

県内の酒蔵で造られる日本酒の紹介へと進む構成はよくできていたと思う。データに

よる品質管理や新たな酵母の開発、利き酒を繰り返し、データと照合しながら不要な

香りや味を消していく行程はおもしろいと感じたが、藤井アナウンサーが利き酒を体

験するシーンでは何を比べているのかが分かりにくかった。名古屋国税局の主任鑑定

官による甘辛度や濃淡度の解説は非常におもしろく、日本酒選びの参考となるもの

だった。新しい日本酒の提供形態として、店員から解説やアドバイスを受けられる立

ち飲み屋や日本酒専門のバーなどを紹介し、スタジオでの日本酒カクテルの試飲や日

本酒に合う料理の試食もあり、豊富な情報が４３分間に凝縮されていた。その情報量

を支える取材もしっかりされていると感じたが、話題が多岐にわたりすぎて若干散漫

な印象も受けた。 

 

○  ２月２４日(金)の東海 ドまんなか！「新酒シーズン到来!世界に誇る東海の日本

酒!大特集」を見た。金曜日の夜７時３０分に家族で楽しめる番組だった。生放送なら

ではのライブ感があり、心地よいほろ酔い加減や出演者の楽しい雰囲気がよく伝わっ

てきた。生放送での飲酒には失言の恐れがあるとも感じたが、今回の出演者は失言ど

ころか気の利いたコメントばかりですばらしかった。非常に楽しい番組だったので、

日本酒だけではなく、クラフトビールや地域のワインなどの続編も見てみたいと思っ

た。藤井彩子アナウンサーの現場リポートがすばらしく、日本酒造りの臨場感や芸術

的な繊細さがよく伝わってきた。途中、三重県酒造組合の映像が部分的に紹介された

際、注記のテロップの表示時間があまりに短く、巻き戻して確認しなければならない

ほどで不親切だと感じた。日本の文化を維持することの難しさや日本酒が高級なしこ

う品となっていることには驚いた。かつての日本酒はしこう品というよりも日常生活

とともにある存在だったが、日本酒を使ったカクテルなど新しい楽しみ方が生まれつ

つあると知った。今後、日本酒の生き残りには量ではなく質の追求や、海外展開が必

要であることも分かった。人口減少や文化の移り変わり、グローバル化などの要因も

あると思うが、日本の文化を国内だけで維持することの難しさや限界を感じた。 

 

○  ３月３日(金)の東海 ドまんなか！「ドリーム★ネイバーズ 夢応援バラエティ～

夜間学級 生徒たちの願い～」を見た。名古屋市にある中学夜間学級に通うフィリピン

出身の原口ジョベリンさんの「クラスメートと交流を深めたい」という夢を応援する

番組で非常によかった。外国から日本に来た人たちは心細くさみしい思いをしながら、

ことばの壁もある中で苦労して暮らしており、心のつながりを求めていることがよく

伝わってきた。サブタイトルに「夢応援バラエティ」とあるが、真面目なことを真面

目に取り上げた番組なので、単に「夢応援番組」とした方がよいのではないか。学級
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会を利用して交流を深める場面があった。ＮＨＫの取材がきっかけで実現したのか、

もともとあった取り組みを取材したのかは分からなかったが、いずれにしても地域の

取り組みを密着取材することでその周辺にも盛り上がりが広がり、よい効果をもたら

していると思う。厳しい状況にある人を取材し、取材がきっかけとなって周囲も協力

していこうとする様子には、メディアやＮＨＫの力を改めて感じた。日本にいる外国

人の実情をもっと知り、日本人側も何ができるか考えていく必要があると思うので、

こうした番組を続けていってほしい。 

 

○  ３月３日(金)の東海 ドまんなか！「ドリーム★ネイバーズ 夢応援バラエティ〜

夜間学級 生徒たちの願い〜」を見た。番組の中で短く紹介されていたが、日本語指導

が必要な外国籍の生徒数は愛知県が全国で突出して多いのに対し、サポートする語学

相談員の数があまりにも少ないと感じた。別の機会にこうした問題についても掘り下

げて伝えてほしい。 

 

○  ３月４日(土)の英雄たちの選択「家臣団分裂！若き家康・最大の試練 ～三河一向

一揆の衝撃～」(総合 後 3:50～4:49 東海３県・静岡県域)を見た。ＢＳプレミアムで

放送した番組を東海地方向けに放送したものだが、私の地元が舞台となっていること

や大河ドラマ「どうする家康」で３回にわたり三河一向一揆がテーマになっていたこ

とから、興味を持って視聴した。土塁など寺を守るための仕組みや矢作川の水運によっ

て寺内町が栄えたこと、寺にまつわる地元の地名の由来などがよく分かった。不入の

権や家康と一揆勢との和睦、その後の対応といった史実には知らないことも多く、非

常に興味深かった。番組の中で、英雄はどちらの道を選択すべきかスタジオの出演者

がそれぞれの考えを述べる場面があった。大河ドラマで家康が選択を迫られるシーン

と関連づけながら、追い詰められた状況や人生の重要な岐路において決断を下す際、

人間が何を大切に思い、何を求めて行動するかを考えさせられた。 

 

○  ３月４日(土)のＮＨＫスペシャル 南海トラフ巨大地震「第１部 ドラマ」(総合 

後 7:30～8:48、後 10:00～10:54)、５日（日）の「第２部 “最悪のシナリオ”にど

う備えるか」(総合 後 9:00～9:59)を見た。二夜連続でしっかり作り込まれたドラマ

とスタジオでの解説を組み合わせ、南海トラフ地震について伝える番組はＮＨＫなら

ではだと思う。まさに新しいＮＨＫらしさの象徴と思えるものだった。番組がすばら

しかったからこそ、単に番組として扱うだけではもったいないと感じられ、今後の展

開が気になった。効果的に展開すれば、ＮＨＫが国民に寄り添った身近なメディアに

なるための有効なツールとなりうるのではないか。子どもと一緒に視聴したが、子ど

もが自発的にＱＲコードを読み込み、ハザードマップを使い始めた。一般的に子ども

にとっては面白みのないハザードマップを主体的に楽しみながら見るという行動変容
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を促しており、非常にすばらしいと思った。全国の教育現場では、総合や探究の時間

に何をすればよいか困っていると耳にする。こうした状況において、例えばＮＨＫが

今回のドラマの映像を活用して学校ではどう避難するか計画を立てるところまで一貫

したパッケージを提供すれば、若者とＮＨＫとの接点になると思う。そういった接点

を通じて、災害時にＮＨＫは頼りになるという意識が根づくのではないか。テレビ離

れが進む中、教育機関などと連携して若者との接点を作っていくことが重要になると

思う。ぜひ教材化など教育との連携を視野に入れた取り組みを検討してほしい。 

 

○  ３月１１日(土)のぎふスペシャル「第２０回全日本学生落語選手権 策伝大賞」(総

合 前 8:15～8:58 岐阜県域)を見た。落語にあまり興味のない人や詳しくない人でも

理解しやすいようにうまくポイントを押さえた編集となっていた。岐阜に住んでいる

人でも、岐阜市生まれで“落語の祖”とされる安楽庵策伝という人物を知らない人は

多いと思う。より多くの人に知ってもらうためにも、番組のＰＲにもっと力を入れる

とともに、多くの人が見やすい時間帯に放送した方がよかったのではないか。また、

策伝の人物像や落語の起源についてもう少し詳しく知りたかった。落語という日本が

誇る伝統芸能を若い人に広め、守っていくことは大切だと思う。漫才コンテストの出

場者が増えていると聞くが、落語家を目指す人の数も気になった。 

 

○  ３月１４日(火)のクローズアップ現代「空前の“短歌ブーム”が映すもの 令和の

歌に託した思い」を見た。若い世代を中心に自ら詠んだ短歌をＳＮＳに投稿し、つな

がりあう人が増えていると伝えていた。番組でもインターネットで短歌を募集し、歌

人・東直子さんが選歌して番組内やホームページで紹介するなどＳＮＳとの連動がよ

くできていたと思う。放送後も引き続き短歌を募集するという誘導があったのも非常

によかった。放送後、同世代の知人の何人かがＳＮＳ上でこの番組について言及して

いるのを目にした。今回の番組には、ふだん特定の番組について言及することが少な

い世代の胸にも刺さるものがあったのだと感じた。この番組に限らず、ＮＨＫはＳＮ

Ｓとの連動に注力していると思う。最近一部のＳＮＳを取りまく状況が不安定との報

道もあるため、ＮＨＫとして今後の活用方針が決まっているのであれば知りたい。 

 

○  「魔改造の夜」について。子どもがいるため、子どもと大人が一緒に楽しめるよう

な番組をよく見るが、これは本当におもしろい。誰もが知っている大手企業が参加し

ており、さすがＮＨＫだと思わされた。何かを解体し構造を変えて新しいものを作り

出す過程が子どもの興味を引き付け、探究心を育んでいると感じている。テロップの

出し方や作業工程の説明が丁寧で飽きずに見ることができ、映像やカメラワークにも

こだわっており臨場感もある。いつもエンターテインメント性が高い番組だと思いな

がら視聴している。名言集や制作の裏側を語るトークショーなど派生番組が用意され
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ていることにも好感が持て、まとめて見たくなる。ぜひ過去の回も再放送してほしい。 

 

○  放送やＮＨＫプラスだけでなく、動画投稿サイトにもＮＨＫのコンテンツが多く掲

載されていることを知った。南海トラフ地震に関する「ＮＨＫスペシャル」のドラマ

も一部だが見ることができた。今後もさまざまなメディアを通じてＮＨＫの持つすば

らしいコンテンツを発信し、その魅力を伝えていってほしい。 

 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局 


